Information

相談員養成研修
参加者募集
「ひとひとネット武雄」では、
武雄市女性団体活動補助金を受
け、愛媛県で開催される相談員養
成研修に共に団員として参加し
ていただける方を募集します。
◇研修日程 10月30日(木)〜31
日（金）※市内での事前、事後
研修あり
◇内容 配偶者からの暴力など
に関する相談員の研修
◇募集人員 ３名
◇申込締切 ８月20日（水）
◇参加費 一部個人負担あり
（要問合せ）
問 ひとひとネット武雄
（後藤）
（２３）２６４５

古文書講座
参加者募集
今年も武雄市図書館・歴史資
料館では、古文書講座を開講し
ます。講座は、初級〜中級程度
を予定しております。古文書に
親しみ、そこからうかがえる郷
土の歴史について学んでいきま
す。古文書に興味がある方はぜ
ひご参加ください。
◇開催日 ９月中旬から土曜日
を中心に月２回程度 午後２時
から午後４時まで
◇場所 武雄市図書館・歴史資
料館 メディアホール
◇募集期間
８／１
（金）〜８／31（日）
◇募集人員 ２５名程度
◇受講料 500円（テキスト代）
問 武雄市図書館・歴史資料館
（２０）０２２２

◇募集団地
《武雄団地》
武雄町富岡9638-2
《山下団地》
武雄町富岡11023-1
《富岡団地》
武雄町昭和866
《中野団地》
朝日町中野6453-2
◇申込書配布 ９月３日（水）
〜
◇受付期間
９／８（月）
〜９／12（金）
◇受付時間 ９時〜16時
◇受付場所・お問い合わせ
武雄町昭和265
住宅供給公社 武雄分室
（２６）０５２２
◇公開抽選日 ９月26日（金）
13時30分〜
◇抽選会場 武雄総合庁舎別館

障がい児・障がい者
料理教室募集
市内在住で知的に障がいのあ
る方、ボランティアさんと一緒
に料理をつくってみませんか。
◇日時 ８／21（木）
10時〜14時
◇場所 北方公民館
◇対象者 市内在住で５年生以
上の知的障がい者
◇申込締切 ８月21日（金）
問 武雄市社会福祉協議会
本庁 （36）5505
支所 （45）2366

佐賀センターからのお知らせ

傾聴ボランティア（ボランテ
ィアで相手の話に耳を傾けて、
話を聴いていただく方）に興味
のある方や今心に悩みを抱えて
いる方、家族、友人にそんな方
がいて手助けしたいと思ってい
る方は、ぜひ講演を聴きに来て
ください。
◇講演会
「よい聞き手になるために」
心理カウンセラー 葉月里菜氏
◇日時 ９／11
（木）
10時〜12時
◇場所 武雄市文化会館
ミーティングホール
◇参加費 無料
◇募集人数 150名
◇講習会
◇日時 ９月11日
（木）
13時〜14時30分
９／18・25 10／９・16
10時〜11時30分
◇場所 武雄市文化会館
◇参加費 3,000円
（保険料含む）
◇募集人数 25名（先着）
詳しい内容はお尋ねください。
問 武雄市社会福祉協議会
本庁 （36）
5505
支所 （45）
2366

参加

者募

はじめよう食育 子育て応援クッキング

集

発達障がい児
（者）相談窓口
設置のお知らせ
発達障がい（またはその疑
い）のあるお子さんのご家族や
成人の皆さんのご相談を専門相
談員がお受けいたします。ま
た、必要に応じて適切な医療機
関・相談機関・教育機関・療育
機関などをご紹介します。
◇日時・場所
①毎月第２水曜日 エイブル
（鹿島市保健センター）
②毎月第４水曜日 北方支所
（武雄市役所）
◇申込受付時間 月曜日〜金曜日
（祝祭日除く）10時〜17時
問 NPO法人それいゆ
090ー6295ー3350
※申込方法 電話にて直接お申
込みください。

パソコン教室
受講者募集
初めてワードを使用する方を
対象にパソコン教室を開催しま
す。詳しくはお尋ねください。
◇日時 ９/10･17･24 19時〜
◇場所 武雄商工会議所
◇受講料 ８千円
（会員６千円）
問 武雄商工会議所

○若者自立支援セミナー
受講者募集
セミナー①職業ふれあいセミナー
〜「飲食業,（薬品）小売業,美容業」〜
◇講師 津村賢治 氏
株式会社オリエント
代表取締役社長
◇日時 ８／21
（木）
14時〜16時
セミナー②自分みがきセミナー
〜「夢や目標に日付をいれよう」〜
◇講師 中元寺 ゆかり 氏
西日本エリートスタッフ株式
会社佐賀オフィス取締役所長
◇日時 ８／28
（木）
14時〜16時
◇受講料 無料
◇定員 各30名
◆申込・問い合わせ(独)雇用・能
力開発機構佐賀センター
0952（26）
9498
◆場所 (独)雇用・能力開発機構
佐賀センター（佐賀市兵庫町
若宮、ＪＲ伊賀屋駅前）

第３回武雄市教育
研究大会
◇日時８/８
（金）
13:30〜16:40
◇場所武雄市文化会館小ホール
◇内容
（研究発表）14:05〜14:50
北方小学校 陣内誠 教諭
「インターネットのダークサイ
ド〜大学や企業と連携した保護
者啓発活動の試み〜」
西川登小学校 樋渡正 教諭
「矢筈分校の実践〜地域との交
流を活かした分校教育〜」
（講 演）15:05〜16:30
講師 佐賀県立女性センター･
佐賀県立生涯学習センター
館長 大草秀幸 氏
「様々な立場から見た学校
〜学校教育に期待するもの〜」
地域、保護者の方々の参加を
お待ちしております。
問 教育委員会
学校教育課
（２３）８０１０

生ごみ先生のおいしい
生ごみ先生のおいしい「｛食育講演会」
食育講演会」
〜生ごみリサイクルが教えて
くれた食の驚異的な力〜

大地といのちの会代表
講師

吉田

俊道

氏

野菜づくり講演会と生ごみを使った土づくりを体験してみません
か。申込締切は８/６までです！

◇日時 ８/９（土）９時〜11時 ◇場所 朝日町黒尾公民館
◇参加費 無料（事前申込が必要です）
問 たけおの食育寺子屋実行委員会
事務局 武雄市こども部食育課
23-9217まで

（２３）３１６１

子どもが、健康で元気に過ごすためには毎日の食事が大切です 。食事
のアドバイスや調理の工夫などを学ぶ食育教室の参加者を募集します。
◇テーマ
◇場所

簡単おやつ

◇日時

８月25日（月）10時〜13時

おひさま（武雄市子育て総合支援センター）

◇参加費

広告

500円（子ども同伴の場合は託児・食材費として１人につき

100円加算）

◇対 象

就学前の子どもの保護者

◇持ってくるもの エプロン、三角巾
◇その他 調理実習中は託児あり
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（独）雇用・能力開発機構

傾聴講習会・講演会
参加者募集

県営住宅入居予備者募集

問 食育課

（23）9217
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